
ゴールデンモールシリーズ　FRP製品

2021年9月6日より、新価格で販売させていただきます。

NO 商品概要 商品品番

旧価格

2021年9月5までの

改定前価格

（税込）

新価格

2021年9月6日以降

改定後価格

（税込）

1 ドーム NFRD007 ¥60,665 ¥49,500

2 ドーム NFRD008S ¥6,105 ¥6,765

3 ミラーフレーム（鏡付） NFRW004 ¥10,945 ¥12,045

4 コラム　Sサイズ　フル円形　 NFG200-06 ¥32,285 ¥48,455

5 コラム　Mサイズ　フル円形 NFG201-07 ¥46,970 ¥70,455

6 コラム　Lサイズ　フル円形 NFG202-08 ¥56,925 ¥85,415

7 コラム　Sサイズ　1/2円形×2本　 NFG200-06M ¥38,775 ¥58,190

8 コラム　Mサイズ　1/2円形×2本　 NFG201-07M ¥56,540 ¥84,810

9 コラム　Lサイズ　1/2円形×2本　 NFG202-08M ¥68,310 ¥102,465

10 コラム　Sサイズ　1/2円形 NFG200-06H ¥21,065 ¥31,625

11 コラム　Mサイズ　1/2円形 NFG201-07H ¥30,690 ¥46,035

12 コラム　Lサイズ　1/2円形 NFG202-08H ¥37,070 ¥55,605

13 コラム　Sサイズ　3/4円形 NFG200-06T ¥30,745 ¥33,825

14 コラム　Mサイズ　3/4円形 NFG201-07T ¥44,770 ¥49,280

15 コラム　Lサイズ　3/4円形 NFG202-08T ¥54,175 ¥59,620

16 コラム　Sサイズ　1/4円形 NFG200-06Q ¥12,980 ¥15,620

17 コラム　Mサイズ　1/4円形 NFG201-07Q ¥18,865 ¥22,660

18 コラム　Lサイズ　1/4円形 NFG202-08Q ¥22,825 ¥27,390

19 コラム　Sサイズ　フル円形　 NFG203-09 ¥29,975 ¥44,990

20 コラム　Mサイズ　フル円形 NFG204-10 ¥46,145 ¥69,245

21 コラム　Lサイズ　フル円形 NFG205-11 ¥65,780 ¥98,670

22 コラム　Sサイズ　1/2円形×2本　 NFG203-09M ¥35,970 ¥53,955

23 コラム　Mサイズ　1/2円形×2本　 NFG204-10M ¥55,385 ¥83,105

24 コラム　Lサイズ　1/2円形×2本　 NFG205-11M ¥78,925 ¥118,415

25 コラム　Sサイズ　1/2円形 NFG203-09H ¥19,525 ¥29,315

26 コラム　Mサイズ　1/2円形 NFG204-10H ¥30,030 ¥45,045

27 コラム　Lサイズ　1/2円形 NFG205-11H ¥42,845 ¥64,295

28 コラム　Sサイズ　3/4円形 NFG203-09T ¥28,490 ¥34,210

29 コラム　Mサイズ　3/4円形 NFG204-10T ¥43,890 ¥48,290

30 コラム　Lサイズ　3/4円形 NFG205-11T ¥62,535 ¥68,805

31 コラム　Sサイズ　1/4円形 NFG203-09Q ¥12,045 ¥15,675

32 コラム　Mサイズ　1/4円形 NFG204-10Q ¥18,480 ¥22,220

33 コラム　Lサイズ　1/4円形 NFG205-11Q ¥26,345 ¥31,625

34 マントルピース　脚 NFR0703 ¥15,840 ¥17,435

35 マントルピース　脚 NFR0704 ¥13,860 ¥16,665

36 マントルピース　脚 NFR0705 ¥4,730 ¥6,160

37 マントルピース　ヘッド NFR0706 ¥12,870 ¥16,775

38 マントルピース　ヘッド NFR0707 ¥42,680 ¥46,970

39 マントルピース　セット（ヘッド・脚2本） NFR0706CS ¥17,600 ¥22,880

40 マントルピース　セット（ヘッド・脚2本） NFR0707CS ¥41,360 ¥45,540

41 マントルピース　セット（ヘッド・脚2本） NFR0707AS ¥58,960 ¥64,900

42 マントルピース　セット（ヘッド・脚2本） NFR0707BS ¥56,320 ¥61,985

43 マントルピース　ヘッド・脚一体自立型 NFR0711DS ¥20,900 ¥27,170

44 ニッチ NFR0462S ¥7,810 ¥11,715



ゴールデンモールシリーズ　FRP製品

2021年9月6日より、新価格で販売させていただきます。

NO 商品概要 商品品番

旧価格

2021年9月5までの

改定前価格

（税込）
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45 ニッチ NFR0464S ¥10,560 ¥15,840

46 ドアフレーム　セット（ヘッド・付柱） NFR0551S ¥52,580 ¥57,860

47 ドアフレーム　セット（ヘッド・付柱） NFR0552S ¥59,400 ¥65,340

48 ドアフレーム　セット（ヘッド・付柱） NFR0553S ¥35,530 ¥39,105

49 ドアフレーム　セット（ヘッド・付柱） NFR0554S ¥52,580 ¥57,860

50 ドアフレーム　セット（ヘッド・付柱） NFR0555S ¥59,400 ¥65,340

51 ドアフレーム　セット（ヘッド・付柱） NFR0556S ¥39,050 ¥42,955

52 ドアフレーム　ヘッド NFR0551H ¥17,490 ¥19,250

53 ドアフレーム　ヘッド NFR0551HF ¥12,980 ¥14,300

54 ドアフレーム　ヘッド NFR0552H ¥17,490 ¥19,250

55 ドアフレーム　ヘッド NFR0552HF ¥12,980 ¥14,300

56 付柱 NFR0551 ¥13,530 ¥14,905

57 付柱 NFR0552 ¥17,490 ¥19,250

58 付柱 NFR0916 ¥35,640 ¥39,215

59 付柱 NFR0937 ¥17,820 ¥19,635

60 付柱 NFR0940 ¥15,840 ¥17,435

61 付柱 NFR0941 ¥17,820 ¥19,635



ゴルパ

2021年9月6日より、新価格で販売させていただきます。

NO 商品概要 商品品番

旧価格

2021年9月5までの

改定前価格

（税込）

新価格

2021年9月6日以降

改定後価格

（税込）

1 装飾パネル NGPMA1D ¥16,555 ¥18,260

2 装飾パネル NGPMA1C ¥14,245 ¥15,730

3 装飾パネル NGPMA1B ¥97,075 ¥106,810

4 装飾パネル NGPMA1A ¥28,545 ¥31,460

5 装飾パネル NGPMA2D ¥11,990 ¥13,200

6 装飾パネル NGPMA2C ¥10,835 ¥11,990

7 装飾パネル NGPMA2B ¥72,545 ¥79,860

8 装飾パネル NGPMA2A ¥21,120 ¥23,320

9 装飾パネル NGPFE1D ¥16,555 ¥18,260

10 装飾パネル NGPFE1C ¥14,245 ¥15,730

11 装飾パネル NGPFE1B ¥97,075 ¥106,810

12 装飾パネル NGPFE1A ¥28,545 ¥31,460

13 装飾パネル NGPFE2D ¥11,990 ¥13,200

14 装飾パネル NGPFE2C ¥10,835 ¥11,990

15 装飾パネル NGPFE2B ¥72,545 ¥79,860

16 装飾パネル NGPFE2A ¥21,120 ¥23,320

17 装飾パネル NGPFE3D ¥6,820 ¥7,590

18 装飾パネル NGPFE3C ¥5,665 ¥6,270

19 装飾パネル NGPFE3B ¥39,985 ¥44,000

20 装飾パネル NGPFE3A ¥11,385 ¥12,540

21 装飾パネル NGPFE4D ¥4,235 ¥4,730

22 装飾パネル NGPFE4C ¥3,410 ¥3,850

23 装飾パネル NGPFE4B ¥25,135 ¥27,720

24 装飾パネル NGPFE4A ¥6,820 ¥7,590

25 装飾パネル NGPMA3D ¥6,820 ¥7,590

26 装飾パネル NGPFE3C ¥5,665 ¥6,270

27 装飾パネル NGPFE3B ¥39,985 ¥44,000

28 装飾パネル NGPFE3A ¥11,385 ¥12,540

29 装飾パネル NGPF005A ¥20,570 ¥31,900

30 装飾パネル NGPF005B ¥4,510 ¥6,820

31 装飾パネル NGPF006A ¥61,600 ¥67,760

32 装飾パネル NGPF006B ¥13,200 ¥14,520

33 装飾パネル NGPF007A ¥20,680 ¥29,700

34 装飾パネル NGPF007B ¥5,940 ¥8,910

35 装飾パネル NGPF008A-SETA ¥43,560 ¥47,960

36 装飾パネル NGPF008A-SETB ¥43,560 ¥47,960

37 装飾パネル NGPF008B ¥9,790 ¥10,780

38 装飾パネル NGPF009A ¥58,300 ¥64,130

39 装飾パネル NGPF009B ¥13,200 ¥14,520

40 装飾パネル NGPF010A ¥46,090 ¥50,710

41 装飾パネル NGPF010B ¥10,560 ¥11,660



木製付枠材

2021年9月6日より、新価格で販売させていただきます。

NO 商品概要 商品品番

旧価格

2021年9月5までの

改定前価格

（税込）

新価格

2021年9月6日以降

改定後価格

（税込）

1 木製付枠材 NKC001 ¥2,310 ¥3,410

2 木製付枠材 NKC002 ¥1,320 ¥1,980

3 装飾パネル NKC003 ¥1,650 ¥2,420

4 装飾パネル NKC005 ¥1,980 ¥2,970

5 装飾パネル NKC007S ¥2,090 ¥2,970


